
1/4 
 

 

報道関係各位 
  

「全国ご当地グルメフェア～ふるさと祭り東京 presents～」 
美味しさが集う安全・安心な“New スタイルブッフェ” 

五感で楽しむグルメの祭典「ふるさと祭り東京」をイメージした新企画 

北海道から沖縄まで絶品のグルメが「リラッサ」に勢ぞろい 

2020 年 12 月 1 日 
 
東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽 1-3-61、代表取締役社長 総支配人：大川大作）では、毎

年全国のグルメが東京ドームに集結する大人気のイベント「ふるさと祭り東京」が、2021 年はオンライン開

催となったことを受け、スーパーダイニング「リラッサ」において「全国ご当地グルメフェア～ふるさと祭

り東京 presents～」 を 2021 年 1 月 6 日（水）より初開催いたします。2021 年もリアルに全国のグルメを

お楽しみいただくため、ふるさと祭り東京のコンセプトである「日本の“元気”と“うまい”が集う大祭典」

を受け継いだメニューをご提供いたします。 

関連情報 URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-furusato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本フェアは、第 1 弾【2021 年 1 月 6 日（水）～2 月 16 日（火）】・第 2 弾【2021 年 2 月 17 日（水）

～3 月 31 日（水）】に期間を分け、「ふるさと祭り東京」のメインコンテンツである「全国ご当地どん

ぶり選手権」をイメージした、人気の“どんぶり”をご用意するほか、全国各地のご当地グルメをリラ

ッサ風にアレンジしてご提供いたします。東京にいながら全国の美味しさを味わえる、期間限定のグル

メの祭典をブッフェスタイルで心ゆくまでお楽しみください。 

【第 1弾】2021年 1月 6日（水）～2月 16日（火） 

全国ご当地どんぶり選手権の人気メニューが登場 
「全国ご当地どんぶり選手権」で 2 度のグランプリ受賞を果たし、「殿堂入りどんぶり（殿丼)」とし

て人気の「うにめし丼」（北海道）や「八戸銀サバトロづけ丼」（青森県）など、“どんぶり各種”をブ

ッフェスタイルでご用意いたします。 
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■写真：左下 

【北海道】うにめし丼 

■写真：左上 

【青森】八戸銀サバトロづけ丼（ディナー限定） 

■写真：右下 

【群馬】極上のローストポーク丼 

■写真：右上 

リラッサ丼（ランチ限定） 
 
 
《贅沢食材のオプションメニュー ブッフェにプラス￥550》 

数量限定【島根】のどぐろ丼 
料 金： 一杯 ￥550（消費税込み） 
島根県の「のどぐろ丼」は「ふるさと祭り東京 2020」におい

て開かれたどんぶり選手権で、見事最高賞のグランプリ・観光

庁長官賞を受賞。前年に続き 2 度目のグランプリ獲得となり、

新たに「殿堂入りどんぶり（殿丼）」に加わりました。白身のト

ロともいわれる人気の高級魚、のどぐろを贅沢に盛り込んだ至

高の逸品をご堪能いただけます。 

 

 

 

【第 1 弾】全国各地のご当地グルメメニュー 

リラッサ人気のローストビーフをはじめとした洋食・中華の各種自慢のメニューに加え、本フェアでは全

国各地のご当地グルメをリラッサ風にアレンジして、日本の“ふるさとの味”をお届けいたします。 

 

・【北海道】札幌スープカレー 

・【秋田】いぶりがっこのタルタルと海老フライ 

・【秋田】稲庭うどん 

・【三重】四日市トンテキ 

・【兵庫】神戸そばめし（ランチ限定）  

・【鹿児島】奄美大島郷土料理 鶏飯（ディナー限定） 

・【沖縄】ソーキそば 

 

・【北海道】ラベンダーチーズケーキ 

・【鹿児島】種子島産安納芋ケーキ  

・【沖縄】ブルーシールソフトクリーム   ほか 

 

 

全国ご当地どんぶり選手権の人気メニュー ほか 

【オプションメニュー】のどぐろ丼 

【北海道】札幌スープカレー 
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【第 2弾】2021年 2月 17日（水）～3月 31日（水） 

・【長崎】ちゃんぽん 

・【広島】瀬戸内レモンと炙り帆立のカルパッチョ 

・【愛知】名古屋みそ串カツ 

・【愛知】きしめん         ほか 

 

 

『全国ご当地グルメフェア～ふるさと祭り東京 presents～』概要 

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-furusato/ 
期 間：【第 1 弾】2021 年 1 月 6 日（水）～2 月 16 日（火） 

【第 2 弾】2021 年 2 月 17 日（水）～3 月 31 日（水） 

場 所：3F スーパーダイニング「リラッサ」 

時 間： 

ランチブッフェ 【90 分制】  11:30～15:00（ラストイン 14:30） 

ディナーブッフェ【120 分制】 17:00～21:00（ラストイン 20:00） 

料 金： 

ランチ    お一人様￥3,520 / お子様(小学生)￥1,650 / 幼児(4～6 歳)￥1,100 

ディナー  お一人様￥4,950 / お子様(小学生)￥1,870 / 幼児(4～6歳)￥1,100 / シニア(65歳以上)￥4,290 

※ソフトドリンクバー付き 

※表示料金は消費税込み 

お問い合わせ：スーパーダイニング「リラッサ」TEL.03-5805-2277 

「ふるさと祭り東京―日本のまつり・故郷の味―」とは 

全国のお祭りが一堂に会し盆踊りなどを楽しみながら、日本各地の“うまい”を堪能することができる「ふ

るさと祭り東京」。全国各地からご当地自慢の絶品どんぶりが集まり、食べ比べたお客様による投票で「No.1

ご当地どんぶり」の座を競い合う「全国ご当地どんぶり選手権」をはじめ、「ご当地スイーツマルシェ」な

ど様々なイベント企画を実施。これまで 12 回の開催で延べ 440 万人以上のお客様に、伝統のお祭りとご当

地の味をお届けしています。 ※2021 年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。 

「ふるさと祭り東京 2021オンライン―日本のまつり・故郷の味―」概要 

URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/ 

東京ドームでは「つながろう！ニッポン！」をテーマに「ふるさと祭り東京 2021 オンライン」を期間限

定で開催いたします。祭りと参加者が繋がる LIVE 配信や、今ここだけでしか出会えないご当地グルメの

LIVE 体験を発信いたします。 

期 間：2021 年 1 月 8 日（金）～1 月 11 日（祝・月） 

全国ご当地どんぶり選手権の人気メニュー ほか 

スーパーダイニング「リラッサ」店内 
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「ふるさと祭り東京おとりよせねっと」概要 

URL：https://tdfurusato.thebase.in/age-verification 

新型コロナウイルス感染拡大により、実際にご当地を訪れて魅力を体験することができない状況が続く今、

美味しさをご自宅にお届けすることで、皆様を笑顔にしたい。活躍の場を失ったお店を少しでもサポートし

たい。その 2 つの想いを込めて開設されたサイト、それが「ふるさと祭り東京おとりよせねっと」です。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

当ホテルでは、お客様と従業員の安全・安心を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組ん

でおります。詳細はこちらをご覧ください。URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/safety/coronavirus/ 

 
「リラッサ」では感染防止対策のため、お客様により安心してブッフェをお楽しみいただけるよう、個々

に盛り付けてご用意するメニューのほか、スタッフがお料理を直接お客様へお取り分けするなど安全な環境

を整え、“New スタイルブッフェ”として営業をいたしております。 

詳細はこちらをご覧ください。URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/safety/coronavirus/restaurants/ 
 

 

東京ドームホテルについて 

2000 年 6 月 1 日開業。都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシティ」にそびえる高層ホテル。 

丹下健三･都市･建築設計研究所（現：丹下都市建築設計）による建物は、力強い構造フレームと柔らかな曲面が印象的な

モダンなデザイン。外装には、濃淡グレーのセラミックプレートと透過性と反射性を合わせもつガラスを使用し、刻々と

表情を変えていく空や都市の景色を映し出している。地下 3 階、地上 43 階の高層ビルは、高さ 155m、 延床面積

105,856.6 ㎡で、客室 1,006 室、レストラン＆ラウンジ 8 店、大中小宴会場 18 室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施

設、屋外プールなどを備えている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

本件に関する報道関係者の方のお問い合わせ先 
 

 東京ドームホテル                      共同ピーアール 
 総支配人室 渡辺／定平 PR アカウント本部 11 部 大須賀／佐藤／長瀬 
 〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 
 TEL.03-5805-2151  FAX.03-5805-2153 TEL.03-3571-5365  FAX.03-3571-5259 
 URL https://www.tokyodome-hotels.co.jp  
 報道関係資料 https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press 
  
 
 

2020 年 6 月に当ホテルはおかげさまで開業 20 周年を迎えました。「楽し

さ度ランキングＮＯ.1 ホテル」のビジョンを掲げ、これからも日々お客様

へのおもてなしに努めてまいります。 

 
※本リリースの画像は全てイメージです。 
※画像に関しまして、本リリース案件以外での二次使用や加工等はご遠慮ください。 
※都合により営業内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 

 

 

 

東京ドームホテル 外観 

 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press

